
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年３月期第１四半期  1,114  △23.2  △77  －  △50  －  △38  －

22年３月期第１四半期  1,452  △26.8  20  －  57  －  42  －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

23年３月期第１四半期  △6  60  －      

22年３月期第１四半期  7  07  －      

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

23年３月期第１四半期  7,027  4,997  71.1  871  32

22年３月期  7,392  5,270  71.3  904  93

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 4,997百万円 22年３月期 5,270百万円

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年３月期  －       －     －     20 00  20  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  －     －     20 00  20  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計）  2,900  △17.5  50  △73.9  60  △73.3  35  △77.1  6  05

通期  8,500  19.3  660  50.4  660  38.1  390  －  67  36



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規    －   社 （社名）                        、除外   －   社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 6,100,000株 22年３月期 6,100,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 364,154株 22年３月期 275,494株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,789,368株 22年３月期１Ｑ 6,018,779株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の国内経済は、政府による緊急経済対策の効果等から、景気指標の一部に回復の兆し

が見られるものの、依然としてデフレの進行や雇用情勢の悪化への不安が残り、厳しい状況が続いております。 

 当社グループの国内業績に影響を及ぼす平成22年４月～６月の新設住宅着工戸数は、前年同期比1.1％減少し195

千戸となり、そのうち、当社グループの主要仕向け先である分譲マンションは前年同期比11.1％増加し19千戸とな

ったものの、増加戸数はわずか２千戸弱と、前年同様の極めて低い水準となっております。 

 一方、中国の状況は、住宅価格高騰の引き締め策として、住宅取得時の頭金の増額、数度にわたる金利の引き上

げ等の施策が実行されたことにより、住宅は着工したものの竣工にズレが生じており、その為、納品にかなりの遅

れが出ております。なお、中国の受注につきましては好調に推移しており、当第１四半期連結累計期間末における

受注残高は、前連結会計年度末より620百万円増加し、1,011百万円となっております。 

 このような経営環境の中、当社グループは国内では住宅以外の新たな販路（医療・福祉、オフィス家具の各分

野）の拡大に取組み、生産部門においては新規製品に対応したレイアウト変更等、コストダウン対策を実行してま

いりました。また、中国市場に関しましては、引き続き新規取引先獲得に向けて、積極的な営業活動を進めてまい

ります。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,114百万円（前年同期比23.2％減）となりました。利益面で

は、営業損失77百万円（前年同期は営業利益20百万円）、経常損失50百万円（前年同期は経常利益57百万円）、四

半期純損失38百万円（前年同期は四半期純利益42百万円）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間末における資産総額は7,027百万円となり、前連結会計年度末より365百万円減少して

おります。これは主に、受取手形及び売掛金の減少418百万円によるものです。 

 負債総額は2,029百万円となり、前連結会計年度末より92百万円減少しております。これは主に支払手形及び買

掛金の減少158百万円によるものです。 

 純資産につきましては、4,997百万円となり、前連結会計年度末より273百万円減少しております。これは主に利

益剰余金の減少154百万円、その他有価証券差額金の減少66百万円、自己株式の増加62百万円によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は71.1％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は550百万円となり、前

連結会計年度末と比較して、33百万円の減少となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。 

 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動により増加した資金は160百万円（前年同期は113百万円の増加）となりました。これは主に、売上

債権の減少額426百万円、仕入債務の減少額160百万円、棚卸資産の増加額140百万円によるものであります。 

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動により減少した資金は12百万円（前年同期は319百万円の減少）となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出６百万円、無形固定資産の取得による支出３百万円によるものであります。 

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動により減少した資金は183百万円（前年同期は27百万円の増加）となりました。これは主に、配当

金の支払額116百万円、自己株式の取得による支出62百万円によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び

通期の業績予想の数値から変更はございません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

ニホンフラッシュ㈱　（7820）　平成23年３月期　第１四半期決算短信

2



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

２．特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の変更） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

 これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 719,871 753,261

受取手形及び売掛金 1,789,086 2,207,728

商品及び製品 199,280 86,602

仕掛品 94,934 88,617

原材料及び貯蔵品 234,593 212,017

繰延税金資産 137,588 127,920

未収入金 21,008 17,366

その他 95,766 113,035

貸倒引当金 △31,000 △38,000

流動資産合計 3,261,131 3,568,548

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,039,353 1,058,069

土地 962,125 962,125

その他（純額） 433,675 424,392

有形固定資産合計 2,435,155 2,444,588

無形固定資産   

のれん 15,000 20,000

その他 150,361 147,995

無形固定資産合計 165,361 167,995

投資その他の資産   

投資有価証券 572,802 663,670

関係会社出資金 44,700 44,700

繰延税金資産 309,680 264,755

その他 266,575 266,787

貸倒引当金 △28,182 △28,182

投資その他の資産合計 1,165,575 1,211,731

固定資産合計 3,766,091 3,824,315

資産合計 7,027,222 7,392,863
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 871,042 1,029,139

短期借入金 197,756 195,608

未払金 217,908 204,671

未払法人税等 2,554 12,878

未払消費税等 13,660 19,872

賞与引当金 97,431 54,936

その他 60,409 35,501

流動負債合計 1,460,765 1,552,608

固定負債   

退職給付引当金 233,248 234,015

長期未払金 335,452 335,452

固定負債合計 568,700 569,467

負債合計 2,029,465 2,122,076

純資産の部   

株主資本   

資本金 866,000 866,000

資本剰余金 691,000 691,000

利益剰余金 3,853,855 4,008,565

自己株式 △252,859 △189,882

株主資本合計 5,157,995 5,375,682

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △104,939 △38,665

為替換算調整勘定 △55,298 △66,229

評価・換算差額等合計 △160,238 △104,895

純資産合計 4,997,757 5,270,787

負債純資産合計 7,027,222 7,392,863
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,452,106 1,114,920

売上原価 980,896 791,587

売上総利益 471,209 323,333

販売費及び一般管理費 450,876 401,290

営業利益又は営業損失（△） 20,332 △77,957

営業外収益   

受取利息 625 508

受取配当金 17,373 13,250

受取賃貸料 3,028 3,968

為替差益 9,029 2,214

雇用調整助成金 8,874 6,862

その他 968 2,116

営業外収益合計 39,899 28,920

営業外費用   

支払利息 2,465 1,578

その他 329 379

営業外費用合計 2,794 1,958

経常利益又は経常損失（△） 57,437 △50,994

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,557 7,000

退職給付制度終了益 32,037 －

特別利益合計 34,594 7,000

特別損失   

固定資産除却損 67 －

特別損失合計 67 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

91,964 △43,994

法人税等 49,384 △5,775

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △38,219

四半期純利益又は四半期純損失（△） 42,580 △38,219
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

91,964 △43,994

減価償却費 44,790 42,389

のれん償却額 5,000 5,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,460 △7,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36,573 △767

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,493 42,495

受取利息及び受取配当金 △17,998 △13,758

支払利息 2,465 1,578

為替差損益（△は益） 5 27

有形固定資産除却損 67 －

売上債権の増減額（△は増加） 375,311 426,061

たな卸資産の増減額（△は増加） △86,830 △140,536

仕入債務の増減額（△は減少） △238,604 △160,614

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,658 △5,707

その他の資産の増減額（△は増加） 13,534 12,958

その他の負債の増減額（△は減少） 16,854 4,091

小計 182,676 162,222

利息及び配当金の受取額 17,974 13,778

利息の支払額 △3,690 △932

法人税等の支払額 △83,927 △14,268

営業活動によるキャッシュ・フロー 113,032 160,800

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △198,474 △2,502

有形固定資産の取得による支出 △119,044 △6,568

無形固定資産の取得による支出 △2,519 △3,500

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 61 62

投資活動によるキャッシュ・フロー △319,977 △12,508

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 176,248 △3,791

自己株式の取得による支出 △27,623 △62,977

配当金の支払額 △120,868 △116,490

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,757 △183,258

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,917 1,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △158,270 △33,390

現金及び現金同等物の期首残高 1,219,371 583,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,061,101 550,471
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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